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平成３１年 第１回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３１年第１回船橋市農業委員会総会を１月１０日午後３時船橋市役所分室会議室１に招集する。 

 

出席委員（１４人） 

小池 正一   湯浅 清春   石井 俊郎   藤城 孝義   菊池 眞夫   髙橋 光一   齋藤 教子   興松 勲 

 神山 茂樹   土橋 博之   石山 幸男   小川 晃    金子 一雄   岡庭 一美 

 

 

議長  それでは、出席委員数が定足数に達しておりますので、ただいまから平成３１年第１回農業委員会総会を開催いたします。 

 まず、議事録署名人でございますが、議長が指名するものとしてよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  それでは指名いたします。 

 ２番湯浅清春委員と９番神山茂樹委員の両名にお願いいたします。 

 それでは、お配りしてございます議案書の順序に従い、審議に入ります。 

 局長。 

局長  農地法第３条許可申請について議案第１号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、髙橋審査班長の報告を求めます。 

髙橋審査班長  それでは、今月８日、藤城孝義委員、石山幸男委員とともに審査いたしましたので、審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書２ページ、地図１から２ページをごらんください。 

 １号議案につきましては、高根町に在住の譲受人が当該地を取得し農業経営の拡大を図るものです。 
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 経営面積は、約１３０アール、農業従事者は２名で、農機具も一式保有しております。 

 以上、本議案につきましては、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件の全てを満たしており、許可すべきものと思われ

ます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしとの声でございました。 

 それでは採決いたします。 

 本議案につきまして、審査報告のとおり許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって許可とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第２号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、髙橋審査班長の報告を求めます。 

髙橋審査班長  それでは、引き続き、審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書３ページ、地図３から５ページをごらんください。 

 ２号議案の１につきましては、宅地建物取引業の免許を有する譲受人が当該地域を取得し、都市計画法第３４条第１１号により、建て

売り分譲住宅１４棟を建築するものです。 

 現地は畑及び雑種地で、隣接地は畑・雑種地・山林・宅地及び公園となっており、周囲は擁壁及びブロックで施工、雨水は貯留槽を設

置し、抑制後雨水管へ接続放流し、汚水・雑排水については、各戸に合併浄化槽を設置し、雑配水管へ接続放流することから、隣接農地

等への被害発生のおそれはないものと思われます。 

 また、隣接農地所有者への説明が行われており、都市計画法の手続については、現在申請中であります。 

 なお、農作業に伴う生活環境への影響に関しては、理解した旨の確認書が提出されております。 
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 資力については、残高証明書で確認済みです。また、信用については、現在違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が、集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、市街化の可能性がある区域に近接していることか

ら、第２種農地と判断します。 

 続いて、議案書３ページ、地図６から８ページをごらんください。 

 ２号議案の２につきましては、宅地建物取引業の免許を有する譲受人が当該地を取得し、都市計画法第３４条第１１号により、建て売

り分譲住宅６棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑となっており、周囲はコンクリートブロックで施工、雨水は貯留槽で抑制、汚水・雑排水については、各戸に

合併浄化槽を設置し、雑配水管へ接続放流することから、隣接農地等への被害発生のおそれはないものと思われます。 

 また、隣接農地所有者への説明が行われており、都市計画法の手続については現在申請中であります。 

 なお、農作業に伴う生活環境への影響に関しては、理解した旨の確認書が提出されております。 

 資力については、残高証明書で確認済みです。また、信用については、現在違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が、集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、市街化の可能性がある区域に近接していることか

ら、第２種農地と判断します。 

 続きまして、議案書３ページ、地図９から１１ページをごらんください。 

 ２号議案の３につきましては、市内で建設業を営む譲受人が現在使用している資材置き場を売却し、利便性が高い当該地を取得し、資

材置き場用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑、雑種地及び道路となっており、周囲は鋼板で施工し、雨水は砕石敷きにて自然浸透処理することから、隣接

農地等への被害発生のおそれはないものと思われます。 

 資力については、残高証明書で確認済みです。信用については、現在違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が、集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、市街化の可能性がある区域に近接していることか

ら、第２種農地と判断します。 
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 議案書３ページ、地図１２から１４ページをごらんください。 

 ２号議案の４につきましては、市内で、土木業を営む譲受人が、現在使用している資材置き場を返却するにあたり、当該地を取得し、

資材置き場用地として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は田及び用悪水路となっており、周囲は土留鋼板で施工し、雨水は砕石敷きにて自然浸透処理することから、隣接

農地等への被害発生のおそれはないものと思われます。 

 資力については、残高証明書にて確認済みです。信用については、現在違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が、集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、市街化の可能性がある区域に近接していることか

ら第２種農地と判断します。 

 以上、４議案につきましては、許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議、ご質問等ございませんでしょうか。 

齋藤委員。 

齋藤委員  ２番の２なんですけれども、地図で言いますと８ページです。この前の公図ですと、土地が真っ直ぐな土地なんですけれども、８ペー

ジの○○○○○というのは、ちょっと出っ張っているようになっているんですが、これは現況と公図で違うということでしょうか。 

議長  事務局。 

事務局  齋藤委員がおっしゃるとおりでございます。 

齋藤委員  具体的に聞かせていただければ、どこか崖になっているとか。 

事務局  正直に言いますと、特に崖があったりとか、そういうところじゃなくて、普通の土地なんですけれども、なぜかこういうふうになって

しまっているのが現状でございます。 

議長  現状と公図が全く違うということですね。 

齋藤委員  そうですよね。 

議長  よろしいですか。 
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齋藤委員  はい。 

議長  ほかにご質問等はありませんか。 

菊池委員。 

菊池委員  これは、地図の１１ページ、わかりやすい写真が入っているんですが、これ、どうしてここだけ入っているんですか。こういうのが全

てのあらゆるものについていると、非常にわかりやすくていいなと思ったんだけど、これは業者がつくってくれたんですか。 

事務局  その通りです。 

菊池委員  そうか、じゃあ、金はかかっていないということですね。 

事務局  そうです。 

菊池委員  わかりました。それだけです。 

髙橋審査班長  ここの場所じゃないところのやつの、建っているやつをこういうふうにしますということで業者さんが。 

菊池委員  そうですか。わかりました。 

議長  ほかにご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしの声がございましたので、それでは採決いたします。 

 本議案につきまして、審査報告のとおり許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって許可相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて、議案第３号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明を願います。 

事務局  ３号議案は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願いでございます。議案書は４ページです。 

 印内に在住の申請人の父が平成３０年４月に死亡したことにより、耕作地６筆、８,９５６.３０平方メートルのうち、生産緑地である
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印内の畑４筆、４,１０８.３０平方メートルのうち、４,０２１.２２平方メートルについて、相続税の納税猶予を受ける適格者として証

明願いの申請がありました。 

 １２月１２日、事務局が調査したところ、現地が農地として利用されており、申請人から今後も農業経営を行うことを確認しました。 

 したがいまして、申請人は相続税の納税猶予の適格者であると思われます。 

 以上です。 

議長  ただいまの事務局説明に対し、ご意見はございませんでしょうか。 

小川委員  １つよろしいですか。 

議長  はい、どうぞ。 

小川委員  これ、４,０２１.２２平方メートルというのは、倉庫を除いた分ですね。 

事務局  はい、そういうことになります。 

小川委員  倉庫分は宅地になっているんですか。 

事務局  倉庫については、現地を確認したんですけれども、基礎や柱、屋根などがついた農業用倉庫でしたので、税務署に確認したところ、相

続税の納税猶予の対象にはならないということで確認いたしましたので、このような申請になりました。 

小川委員  わかりました。 

議長  小池委員。 

小池委員  今のに絡んで確認なんですけれども、農業用倉庫の扱いというのは生産緑地上の問題とはならないということですね。 

議長  どうぞ。 

事務局  こちらは生産緑地であっても、市街化調整区域の農地であっても、生産緑地と言いますか、市街化調整区域農地、いずれにしても、取

り扱いは変わらないということです。といいますか、納税猶予の対象になる土地ですので、船橋市内でいうと、市街化農地というよりも、

市街化の中で生産緑地の指定を受けている農地、もしくは市街化調整区域の農地が納税猶予の対象となりますけれども、いずれにしても、

やはり農業用倉庫の取り扱いは同じということで確認しております。 
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小池委員  そうじゃなくて、生産緑地内にこの倉庫が存在するということそのものは問題ないわけですか。生産緑地法の課題から見てということ

です。 

事務局  適正に届出手続がなされているものであれば、問題はありません。 

小池委員  わかりました。 

議長  それでは、ほかにご質問等ございませんか。どうぞ。 

小川委員  習志野市の話なんですけど、個人的な問題ですけど、私は市街化区域で４反、谷津に生産緑地として持っていて、そこで納税猶予を受

けているんですが、コンテナ倉庫を運んで、習志野の農業委員会に、これをどういうふうにしたらいいかと確認したんです。そうしたら、

コンテナの大きさ、それから、倉庫の写真と図面を持ってきてくれと言われたんです。そのときに「一時使用ですか」と、「いや、このコ

ンテナが壊れるまで使用します」と言ったら、「転用してくれ」と言われたんだよ。船橋の場合は、そういう場合、どういうふうにしてい

るんですか。 

議長  事務局。 

事務局  まず、おっしゃられたように、納税猶予に関していえば、租税特別措置法のほうで、農地は納税猶予を受けられるというのが大原則で

ありますので、転用に当たるかどうかというところが、そこもかかわってくるところですので、コンテナに関する転用が必要かどうかと

いう判断なんですけれども、おそらくは、習志野市と同様に使用の形態を見て判断をしていくことになるかと思います。 

局長  それは基礎も打ってあるんですか。 

小川委員  打っていません。 

局長  置いてあるだけ？ 簡単に稼働できるような感じ。 

小川委員  ええ、そうです。 

局長  そこら辺が判断の分かれ目かもしれない。 

小川委員  とりあえずというか、石を、ブロックを置いて、そこにどかっと置いてあるんです。 

局長  基礎を打っちゃうと建築物みたいな扱いになっちゃう。 
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小川委員  基礎は打っていません。 

議長  ただ、一番最初の事務局の説明で、生産緑地における、その部分は認められないと。でも、普通の農地法としてそれを転用するかしな

いかというのは、生産緑地の税務署の関係じゃなく、こちらの農業委員会サイドの、これは考え方ですということで、基本的には農地じ

ゃないので、生産緑地的には認められないということですよね、そこの部分においては。だけども、農地の転用として、こっちがどう取

り扱うかというのは、各農業委員会の判断で、現地を見て移動できる、できないという問題とか、申請の内容も変わってくると思うんで

すよね。 

 ただ、生産緑地を受けているところに転用はなかなか難しい問題が出てくると思うんですよ。だから、そうなってくると、その分もも

ちろん税金は除外されますけど、転用ができるかどうかといったら、それもまた難しい問題になると思います。ただ、それはケース・バ

イ・ケースで、そういう農業用倉庫として認められるということであれば、むしろ申請というか、そういう転用の仕方もあるんじゃない

かと思うんですね。それはその都度の話だと思います。 

小川委員  わかりました。 

議長  ほかにご質問や、何か補助的なことはあれば。 

事務局  転用に当たらなければ農地ということになりますので、そこは納税猶予を受けることができるということになろうかと思うんですけど。 

議長  じゃあ、今回の場合のところは転用の申請が出ているということ？ 

事務局  いや。 

局長  転用は出ていないんじゃない？ 

事務局  そうですね。転用は出ていなくて、かなり昔からあるものだということで、そちらは別途対応が必要に。 

石井委員  親が亡くなって、今度、息子の代に更地の転用と、とりあえず更地にして、後継者の人がもう一度やり直すのなら認めるけれどと言っ

ている。 

議長  更地にしてね。だから結局昔からあった……。 

石井委員  あったやつは……。 
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議長  でも、そこの部分も一番最初は生産緑地？ 

事務局  そうですね。それはあるかと思います。 

議長  そこが昔からあったなら……。 

石井委員  だから、生産緑地の前の段階の。 

議長  あったんでしょう。でも、生産緑地を受けるときにそれがあって、その時点で除外されているならわかるんだけども。 

石井委員  農業用倉庫として使っているから。 

事務局  平成４年のときの指定のようなんですけれども、そのときは特に問題にはならなかったというふうに聞いています。 

議長  制度ができ上がったばかりでよくわからない状態で運営したという話もある。 

土橋委員  一挙だからね。そこまで細かく確認できなかったんだよ。 

議長  書類１枚で、それで申請を受けちゃって、その部分が……。 

事務局  加えて言えば、先代の時代は、納税猶予は受けていなかったので、生産緑地にそういったものがどうかという問題はあるんですけれど

も、納税猶予は受けていなかったので問題にはならなかったということはあります。 

小池委員  ちょっと確認なんだけれども、今回の事案は、要するに、生産緑地内に既に建物があったと。 

事務局  はい。 

小池委員  それを、今度は相続によって取得するときにどうなるかということで、それを一部そこは生産緑地、あるいは、そのまま、現状そのも

のについて、固定資産税系はそのまま。だけれども、相続税の評価において、その部分については宅地評価をさせてくださいという考え

方でいいということなんですね。だから、農業の営業上は生産緑地制度の網がかかっていて、倉庫においては、相続税上は除外してある。

これ、過去にあった案件であったんですけども、除外したところに対して、転用届が出た例があったんだよね。そこの部分、畑の角のと

ころに今の倉庫みたいなものがあって除外してあった。相続税上、除外してあるので、その部分を転用させてくれ、これは調整区域だっ

たかもしれないんだけど、そういうのは過去にあったような気がするんだけど、それとの整合性についても、今回でいうと、その一部除

外された部分については、生産緑地の網がかかっているということなので、それは外せないということなんですよね。 
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議長  生産緑地は外せないと思いますよ。 

小池委員  ですよね。そうすると生産緑地の網のかかったまま。 

議長  宅地。 

小池委員  宅地に税金をとられているという判断になっているわけですよね。 

議長  相続税も取られれば、固定資産税も取られるみたいな。 

小池委員  固定資産税はどうなんですか、生産緑地は。 

事務局  そこは確認をとれておりませんので、筆の中で一部だけ基準を変えるとかといったことも可能性としては考えられるかもしれないんで

すけれども、今回の話においては、これは確認しておりません。 

小池委員  今回の話の中では、そこの部分を生産緑地から除外するという話にはなっていないということですね。 

石山委員  もしそうだとしたら割に合わない措置ですね。 

石山委員  要するに、転用はできない、納税猶予はある。だから、これを切り離して、ここは生産緑地から外してというならわかるんですけど、

ここがどう考えても、この所有者が農業用倉庫を……、実際、農業用の倉庫かどうか見なきゃわからないけれども、今の話だけを聞けば、

これを納税猶予の適用除外にして、一方で生産緑地の対象農地に入れたと。だったら、ここを外しちゃえばいいのにと思いますけどね、

これだけの面積ですから。その辺、もう少し、便宜上の判断がどうなのか、かなり専門的な判断だと思うんですよ。 

局長  例えば、生産緑地を外すのであれば宅地にして、農業用倉庫の建っているところを別の筆に変えて、そこの部分だけを転用するとかと

いう形でできるかどうかというのを調べて……。 

石山委員  それができるなら理屈に合うんですよ。それができないので、今の二重構造みたいな、これは○○○○さんですか、割に合わなくなっ

てくるような気がするんです。資産上の価値の観点から見て。 

議長  基本的に、税務署の感覚と、また土地計画課の感覚と、農業委員会の感覚と結局整合性がとれていない部分があるわけですよ。そうす

ると、こういうふうな話になっちゃう。税務署はこうやっている、土地計画法は宅地並みの網をかけている、農業委員会は転用で行うと、

それの整合性というか協議がなされていないので、こういう矛盾というか、どっちつかずで、それこそ石山委員みたいに割に合わないよ
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ねと、そういうところ。そういうときに今、整理するというのは、きれいに生産緑地を受けるときとか、その後に何かものを建てるとき、

農業倉庫だからいいだろうとか安易に考えてやらないで、いろいろなところの整合性を、やる方みずからが図っていくのが今の現状だと

思いますよね。 

石山委員  かなりこういう例は出てくると思うんですよ。 

議長  ですよね。 

石山委員  数少ないわけじゃないんですよ。ですから、できれば農業委員会ということではないにしても、もちろん所有者の意志を確認した上で、

損得とか希望を吸収した上で、税務署、農業委員会、それから建築関係、これはこうなります、これはこうなりますという簡単なマニュ

アルみたいなものも含めて、もちろん専門家と調整しなければ微妙なところですから、それができるような形をつくってやらないと、後々、

俺はこうやったほうがよかったなとかという問題が必ず出てくるような気がするんです。農業用倉庫って結構あると思うんですよね。 

議長  だから、結局、都市計画課が除外することができる項目というのが、賃貸交渉とかいろいろあるんですけど、勝手にもう建っちゃって

いるから、ここを受けたけど除外したいといっても、除外する方法というのを都市計画課も持っていないんじゃないかと。 

小池委員  現実はそうみたいです。 

議長  その部分を。 

石山委員  それは、ですから、そういう役割をやるのはＪＡだと思うんですよ、相続相談にしたって。だって、ＪＡは税務署の職員を税理士とし

て活用して、それで職務をやっているわけですから。 

議長  かなり批判を受けていますよね。 

石山委員  組合員に対するサービスというか、組合員に対する当然の行為なんだと。こういうものに対する対応というのも、責任とかではないけ

ども、ＪＡが本来、組合員のためにやるべき事案だと私は思うんです。ですから、こういう事案が多いということであれば、ＪＡと相談

しながら、こういう問題があったときはこうすればこうなる、こうすればこうなる、こういう構築物はこうだというものを、そんなに難

しい話ではないと思いますよ。そういうものをつくって、組合員の利便性を図るというのが本来のＪＡの仕事だろうと。貯金を集める以

上に大事だという認識ですね。 
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局長  ただ、今のこのケースで言ったときに、例えば、農業用倉庫が建っているところを生産緑地のままにしておけば、固定資産税は安いわ

けですよね。 

石山委員  そうですね。 

局長  もし転用しちゃうとなると、また格段に税金が高くなるので。 

石山委員  それはそうです。 

局長  どっちを選択するのかは地主の判断になりますよね。 

石山委員  そうです。だから地主の意見はもちろんあるんです。それがベースなんですけど。 

局長  こういう選択肢がありますよということを提示すると。 

石山委員  今の会話を聞いていると、こういう選択肢できちんと出ていないじゃないですか。それはＪＡがやるべきだろうと思うんですね。 

議長  先ほども言いましたけど、税務署の意見なり、都市計画課の宅地並み課税という部分の生産緑地は都市計画課のほうの話なので、うち

もかかわっていますけども、そっちのほうの見解と、それをＪＡの人が全部聞いて、こういう場合はどうなんだ、こういう場合はどうな

んだと、その３つでどうしたらいいんだという案をＪＡがやってくれればね。 

石山委員  それがＪＡの仕事ですよ。 

興松委員  石山さん、ＪＡ、ＪＡというけど、支部長にしろ、組合員にしろ、座談会の中で、この種類の話なんて一切出ないんですよ。だとした

ら、農業委員会の席じゃなくて、ＪＡの席でこれは検討すべき問題だと思います。 

石山委員  そう思いますね。農業委員会の場ではないと思います。私もそう思います。 

興松委員  それで許してもらいましょうよ。ここに私も含めて、理事経験者は何人もおりますので。 

石山委員  小さい問題ではないと思いますよ。 

石井委員  要は、相続税納税猶予の場合は国税で、生産緑地は都市計画課の市の税金をかけるか、かけないかで固定資産税調査課のところへ回っ

ていく。 

興松委員  いい問題提起だと思いますよ。 
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石井委員  そういう点、持ち主が倉庫だけは宅地並みじゃない、生産緑地内で残してあって、農地の固定資産税を払うと。建物自体は農業用倉庫

として利用するんだから、固定資産税のほうは宅地並みの税金を免除されるというのが現状だと思うんですけれど、実際に、私も納税猶

予を受けた土地に倉庫、直売所やなんかを設けたスペースがあるけれども、納税猶予の国税をまずは払って、それから、生産緑地のほう

を解除をしないというのは固定資産税を農地並み課税のまま据え置くと。そうすると、据え置いた金額の固定資産税は宅地並みの税金を

払わないで展開していく。だから、それを倉庫だったものを宅地並みの税金を払ったら、幾らでも、何にでもできる宅地がある、建つん

じゃないかという結論だけれども、要は、世代交代の切り換えの時期に、次の代の人がどちらを選ぶかということが問題で、今まであっ

たものを昔は「きれいに更地にして立て直しなさい」が、今は前に建っていた人はそのままにしておいてもいいですから、税金は今まで

どおりという形に持ってきていると。 

小池委員  この制度が発生したとき、それから、納税猶予を受けたときの解釈の仕方として大きく変わっているのが、農地の上に、例えば井戸な

んかがあっても、前は分筆して完全に分けろというものに対して、その中の一部でしているんだから農業上の使用は問題ないと。ただし、

相続税の課税の範囲においては、評価の仕方が違うということが、今までの判断で来て、今回の案件なんかを見て一番感じるのは、１０

カ月間の間に相続税の納税猶予がまず的確であるかどうかという判断と、それと並行してそれが行われるというもので、希望とするなら

ば、この部分をもう少しスパンを置いて、生産緑地からもこの部分は外させてくださいという判断がもうちょっとタイムラグとしてあれ

ば、よりもっと冷静に判断できる材料になるぐらいは言えるかなと思っています。それも農業委員会としては、どう考えていくかが今後

の課題になるかと思いますけど。 

石山委員  いずれにしても、ＪＡは金がかかるわけでない、ノウハウを出せばいいわけですから、具体事例を調べれば、すぐわかるわけです。だ

から、そんな難しいことじゃない。ただ、それをやれる人が出るかどうかだけの問題です、法律家とも相談して。だから、それはＪＡが

やる気になれば、大して難しい問題だとは思わないです。ただ、やる気になっているかどうかはわからないですけど。 

興松委員  大変な宿題ですね、農協理事としては。 

議長  同じような意見が出ましたけど、ＪＡのことというのは、今、ここで議論する話ではないので、この議案に対して、皆さんがそれで納

得できていただけるかということでございますので、適格者証明ということで採決いたしたいと思います。 
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  （「異議なし」の声あり） 

議長  本議案につきまして、相続税の納税猶予の適格者と認定することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 全員一致であります。よって、適格者と認定することに決しました。 

 局長。 

局長  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願いについて、議案第４号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  ４号議案は生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願いでございます。 

 議案書５ページです。１につきましては、印内に在住の農業従事者が平成３０年１０月２８日に死亡したことにより、印内及び山梨県

に在住の４名の相続人から耕作地１９筆、１万１,６１３平方メートルのうち、生産緑地の指定を受けている１５筆、８,７８５平方メー

トルのうち、印内の畑１筆１,０９０平方メートルについて、市長に買い取り申し出を行うため証明願いが提出されました。事務局により

事情聴取及び１２月２６日に現地調査を行った結果、買い取り申し出事由の生じたものが生産緑地法の第１０条の規定による農業の主た

る従事者であると思われます。 

 ２及び３は関連議案につき、一括で説明します。旭町に在住の農業従事者が平成３０年１月２８日に死亡したことにより、２につきま

しては、旭町に在住の２名の相続人から、また３につきましては、うち１名の相続人から耕作地１１筆、７,５５０平方メートルのうち、

生産緑地の指定を受けている７筆、４,９７７平方メートルのうち、２番の旭町の畑１筆、７４８平方メートル、３番の旭町の畑１筆、５

２３平方メートルについて市長に買い取り申し出を行うため、証明願いが提出されました。 

 事務局にて事情聴取及び１２月２８日に現地調査を行った結果、買い取り申し出事由の生じたものが生産緑地法の第１０条の規定によ

る農業の主たる従事者であると思われます。 

 以上です。 

議長  ただいまの事務局の説明に対し、ご意見はございませんでしょうか。 

興松委員  先日の農業者との新年会、この席でこんな話が出たんです。生産緑地の買い取り申し出の額が高過ぎるんだよと。公の事業では買えま
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せんと。実際のところ、生産緑地法ができて何年も買い取り請求しているんですけど、ご承知のとおり、１件もありません。ですので、

適正な買い取り申し出価格を指導していくかどうか、その辺も、どうなるかね。 

議長  実際、買い取る例というのもなくて、金額的な問題ですよね、生産緑地として。それで、まず農業者が優先的に、また市、公共事業、

そういう方が次ということで誰も買い取りがいなくて、申し出が出なかったので、もう自由にしていいですよという形になるわけなんで

すけれども、実際に、買い取りが出なくても、このプロセスは踏んでいかないと法律上まずいのではないですか。 

興松委員  いや、脱線しますけどという話でさせてもらったんだけど、買い取りの申し出価格が高過ぎるんです。 

局長  ただ、やっぱり土地売買って、要は売る側と買う側での交渉の話ですから。 

石山委員  だから、そういうレベルじゃない。 

局長  金額を規制するわけにはいかないじゃないですか。 

石山委員  私も慣れたけど、最初はふざけてるのかなと思って、この価格。冗談にもいいかげんにしろよという価格しか出てこない。 

局長  現実的には、これは業者さんが大体約束をとっちゃっているんですよね。 

石山委員  そういうことなんです。だから、制度が形骸化しているんですよ。意味のない制度になっている。だから、意味のない制度をいつまで

も杓子定規に続けていってもいいのかと、そういう意味だと思いますよ。 

興松委員  先日、新年会でそんな話が出て。 

石山委員  いや、誰でもそう思いますよ。私、最初に見たときに、ふざけているのかなと思った。５倍、１０倍じゃねえかと。この世界で、こん

なでたらめがとおるのかなと思って驚いたんです。でたらめがとおって、それで制度上いいんだと、それはやっぱり、制度上はいいんだ

ろうけど、常識からかけ離れていますよ。 

興松委員  だから、現実的に申し出があったものについて、ただの１件もないようなもの。 

石山委員  あるわけがないですよ。 

興松委員  それだけは事実確認として、しておく必要があるのかなと。じゃあ、今後、どうしましょうかということが、農業委員会でも検討する

必要があるのかどうか。 
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小池委員  でも、公共施設とかでどうしてもこの土地は死守したいというところだってあるじゃないですか。そのときに、生産緑地法ができたと

きの話というのは、第一に公共団体が必要であったら……。 

興松委員  農家じゃなかったんだ。 

小池委員  そう。 

興松委員  公共施設用地として……。 

小池委員  だから、今も回って来るの、農家に回ってくるの一番最後じゃないですか、文書的に。今回のこれに関して見てもそうなんだけれども、

目的は公共団体、公共関係が欲しいときに手を挙げるチャンスがまずあると、値段が折り合おうと折り合うまいとね。それが今回の生産

緑地法の買い取り請求の趣旨だから、これは形骸化しているんではなくて、単純に行政が必要としない。あるいは行政が買えない。２つ

の選択肢によって、これが形骸化しているように見えるんであって、これはこれでいいと思うんだけどね。 

石山委員  いや、それは違うんです。もしそうなら、１例や２例はあるはずです。全くないというところに形骸化していると言っているんです。

あるんなら別です。あなたが言うように、公共施設としてこの土地が欲しいから、この金で買うという例が幾つかあるんなら、それは現

実的にはあるんだろうな。あなたの言うとおりだ。だけど、１件もない中で、それは理屈の上でありますよと言ったって、それはやっぱ

り長い間それを続ければ茶番に見えちゃう。だから、やっぱり見直していく、あるいは考えていかなきゃいけない問題だろうと思います

よ。 

議長  確かにそうなんですが、ある議員さんが議会の方で３４年問題で、結局、３０年生産緑地、３０年たって買い取り申し出がもう全員が

できるんですよ、要は身体故障がなくても。３４年にそういう問題が出たとき、ある議員さんは、せっかくのチャンスだからいいところ、

わあっと出たやつのいいところを買って公共施設を建てるチャンスじゃないかと言う議員さんもいらっしゃいました。ただ、市がそれに

どう対応するか。実際やっぱり市の財政的な問題もありますし、例えばそこだけを買ってすぐという問題でもなかったり、そこに関する

道路の整備、インフラの整備とか、いろいろそういう部分も含まれてきますんで、それは市の考え方で、ただ、そういうことが今後ある

かもしれない今の段階で、これを形骸しているから検討しなきゃいけないと言っても、まだ、それを検討するところは農業委員会ではな

いんです。それを検討する、私たちがつくった法律でもなければ……。 
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石山委員  だから、農業委員会で検討する場ではないけど、農業者の生活向上や農業者の支援、利便性がやっぱり農業委員会としても責任がある

わけですから、そうすると、そういう視点からいろんな議論はしてもいいと思うんです。 

議長  例えばそういうふうな要望的な問題で、結局、昔は権利という形でいろんな要望を出していましたけど、今はそういう最適化に対する

意見書という形で市長のほうに提出していて、昔みたいに何でもかんでも、これもやってくれ、これもやってくれという権利というのは、

今は法律上ないわけですけど、言うチャンスがあって、要望書という形で出せることは出せるでしょうけれども、それなりに効力がある

かどうかというのは……。 

石山委員  それはそのとおりです。それは市長に陳情するときにはターゲットを絞ってやるのは当たり前のことですけど、ただ、農業委員会、こ

ういう場しか皆さんで話をする場がないわけですから、だから、こういう場の中で問題意識を、ある意味で農業委員会の本来の趣旨と今

日の議題とは違うかもしれないけれども、この中でやはり意見交換しながら、いろんな問題点をやっぱり絞って共通認識を持ちながら、

それで必要な場合にはやっていくという作業の１つとして、この議題とは関係ないからと抑えないで、それを少しやったほうが私はいい

と。今回の議題もそういう議題だと思っているんです。 

議長  この議案に関してはそうですけれど、例えば農業委員として、いや、こういうことを今後やっていったらいいんじゃないかとか、そう

いう部分の提言というか、それは事務局のほうに言っていただければ、それで今度、議案としてのせてもらって、それを話し合う議案の

１つとして、石山委員のほうから事務局に今度、議案に上程したいんだと。 

石山委員  いや、そうではないんですね。それはそうやって絞っちゃえばそうなんですけど、この中で委員間で話し合った中で出た問題は、やっ

ぱりスルーしないで、少し時間は限られている。少ししゃべる、そのことによって私も意識喚起するんです。ほかの人たちもそうだと思

う。そういうものはそういうように少し幅を広げて見てもらえれば。言われていることは、会長の言われていることは、会長の言うとお

りなんです。間違ってはいないんです。でも、もう少し幅広く農業委員会の本来あるべきものとか、やれるものというのを自分の中で勉

強する意味でも、こういう議論をしてもらうと非常にうれしいなと思っているんです。 

議長  実はこれは農業委員会の業務ではないんですけれども、例えばここでは議案というのは、話し合いありますね。それで皆さんに採決し

ております。また、そういう部分の予備段階というか、こういうことをお話しして、正直言いまして、今日はやりませんけど、総会終了
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後の反省会というのは、それこそ反省会であって、そういう中であれについてこうなんだよ、俺はこう思うんだよということを話してい

ただいて、じゃ、今度、１回、それを農業委員会で話し合う時間をとろうよとか、そういう話の予備段階として、そういう反省会とかい

うところで出てきて、先ほど言った話に、私が言ったような形になっていければ、ここにおいては結局どこまで広がっていくかわからな

いので、私も議長として、この話は確かにいい話だからといって、そこから、じゃ、こういう話はどうなんだと言って、どこでとめたら

いいんだろうという話になっちゃうんです。やはりある程度……。 

石山委員  それは会長の判断でやればいいんですけれども……。 

議長  議長から、議案に関しての……。 

石山委員  最初から決めつける必要はなかろうと言っているんです。 

議長  議案に対してのある程度の含みはありますけど、どこまでも波及していく話をこの時間を割いてやるというのはいかがかなと思うので、

それこそ非公式ではありますが、反省会というものをクラブ幹事の土橋さんのほうで毎月催しておりますので、そちらのほうで話は煮詰

めていただいて、正式な形で、じゃ、その時間をとりたいんだよ、みんながとったほうがいいんだよという話であれば、事務局と話し合

いながら進めていくというのも手かなと。今、問題点があるということを皆さん、このお話を聞いて矛盾点もあるし、問題点もあるとい

うことを、皆さん今ここで理解していただいて、これは何とかしなきゃいけないなと考えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、

その問題点があるというところで本日のところはおさめていただいて、また次にその話を、この前言った問題点なんだけどねという形で

進めていって、じゃ、それを形にしましょうという形に持っていくというのも方法かなと。 

髙橋委員  いいですか。 

議長  はい。 

髙橋委員  私も、まだ農業委員になって２年目ですけれども、その前に相続が発生して生産緑地も解除しました。そのときに、市には値段を多分

提出していて、もう相続が発生した時点で、業者がもういっぱいいるわけだから、その時点でもう目的が決まっているわけですよ、ここ

は外して、ここは外してと。本来、市に買ってもらうなら、適正な値段があっても、もう使うところが、使い道がもう決まっちゃってい

るから、その値段では出せないということになっちゃっている。その適正な値段にはできないんですよと。市に買ってもらうというのは、
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なってないから、１０カ月までに。 

議長  実際に相続税とか、そういうのが発生した場合に……。 

髙橋委員  ちょっとそうなってしまうと無理だと思います。 

議長  例えばそれをほんとうに農地並みの坪、市街化のほうが坪１０万だ、１５万だで、農地で買ってもらえても、市に買ってもらうんじゃ、

正直言って、その今の関係もあるし……。 

髙橋委員  １０カ月の間には無理。 

議長  やっぱり厳しい部分もあるんです。そんな中で、それは確かに不条理かもしれないけど、正直言って、今の農業というか、農家を守っ

ているというのも現状であるわけですね。不条理なシステムだという話もあるかもしれないですけど。 

石山委員  混乱させて、すいません。私も別にこれを追及しようというわけじゃないんで、申しわけない。 

議長  こういうふうに枝がどんどん広がっていくと、終わることのない存在になってしまいますんで。 

土橋委員  だから、これは、とりあえず採決すればいいですから。 

議長  先ほど私が申しましたように、一応このあたりで皆さん、問題点はあるんだよということを心にとめていただいて、このですね。 

石山委員  横道にそらしてしまって、すいませんでした。 

議長  主たる従事者の認定についての採決のほうに入らさせていただきます。 

 それでは、本件につきまして、農業の主たる従事者として認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって認定することに決しました。 

 局長。 

局長  平成３０年度第８次農用地利用集積計画について、議案第５号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  ５号議案につきましては、平成３０年度第８次農用地利用集積計画についてでございます。 

 議案書は６ページから１４ページです。 
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 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項において、市は農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない旨の規

定がございます。このことにより、市長から農用地利用集積計画を作成するため、農業委員会の決定をいただきたい旨の依頼がありまし

た。 

 本議案は、全て更新による継続の契約についてでございます。 

 １は、金堀町の田１筆、６２㎡に使用貸借権２年、２は、豊富町の畑２筆、４３５㎡に賃借権６年、３は、豊富町の畑２筆、４３５㎡

に賃借権６年、４は、豊富町の畑２筆、５,００１㎡に賃借権３年、５は、豊富町の畑１筆、４３６㎡に賃借権６年、６は、豊富町の畑２

筆、６５５㎡に賃借権６年、７は、豊富町の畑１筆、１,２７０㎡に賃借権６年。 

 ページ変わります。８は、大神保町の畑９筆、７,３５５㎡に賃借権３年、９は、神保町の畑１筆、９５２㎡に賃借権３年、１０は、大

穴町の畑１筆、１,４８７㎡に使用貸借権３年、１１は、大穴町の畑２筆、２,１９２㎡に使用貸借権３年。 

 変わります。１２は、金堀町の畑４筆、４,７９１㎡に使用貸借権３年、１３は、大穴南の畑１筆、３,２７９㎡のうち１,７００㎡に賃

借権３年、１４は、大穴町の畑３筆、２,７８８㎡に賃借権３年、１５は、大穴町の畑１筆、３,５２９㎡のうち２,１１７㎡に賃借権３年、

１６は、神保町の畑２筆、２,１９４㎡に賃借権３年、１７は、神保町の畑２筆、９９０㎡に賃借権３年。 

 ページ変わります。１８は、小野田町の田５筆、４,４１３㎡に賃借権３年、１９は、二和東の畑１筆、２,９７５㎡に賃借権３年、２

０は、神保町の畑２筆、９,００６㎡のうち７,０００㎡に賃借権３年、２１は、神保町の樹園地２筆、５,６３８㎡に賃借権３年、２２は、

三咲の畑１筆、１,４７８㎡に賃借権３年、２３は、神保町の畑１筆、６,１５２㎡のうち２,４７５㎡に使用貸借権３年、２４は、八木が

谷の畑１筆、１,４８１㎡に賃借権３年。 

 ページ変わります。２５は、金堀町の田５筆、２,２００㎡に賃借権３年、２６は、二和西の樹園地２筆、６,０２４㎡に使用貸借権１

年、２７は、三咲の畑２筆、２,５００㎡に賃借権３年。 

 以上をそれぞれ継続して設定するものです。 

 事務局において、借り手の経営状況等を確認調査した結果、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしており、計画

を承認することが適当であると思われます。 
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 以上です。 

議長  ただいまの事務局説明に対し、ご意見はございませんでしょうか。 

議長  なければ、採決いたします。 

 本議案につきまして、平成３０年度第８次農用地利用集積計画として、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって承認とすることに決しました。 

 局長。 

局長  都市農業の貸借の円滑化に関する法律の事業計画の決定について、議案第６号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  それでは、議案第６号について説明いたします。お手数ですが、前方のスクリーンをごらんください。見づらい方がいらっしゃいまし

たら、位置移動をしていただければと思います。 

 それでは、都市農地貸借法について概要を説明いたします。平成３０年９月１日に、都市農地貸借法、正式名は都市農地の貸借の円滑

化に関する法律が施行され、都市農地の貸し借りが安心してできるようになりました。なお、この法律では、生産緑地のことを都市農地

と定義しているため、説明では「都市農地」という言葉で統一いたします。また、特定農地貸付法により市民農園を開設する際には、今

までは自治体や農地中間管理機構を通して貸し借りをしておりましたが、このたび、直接農地所有者から借りられることができる制度、

特定都市農地貸し付けができるようになりました。 

 では、なぜこの都市農地貸借法ができたかといいますと、目的は、農家の高齢化や後継者不足によって減少していく都市農地を守るた

めに法律が整備されました。都市農地とはさまざまな役割を持っており、農業委員の皆様の前で改めて説明するのは大変恐縮なんですけ

れども、都市住民に新鮮な農作物を提供する、農作業の体験、学習や交流の場としての機会、良好な景観の形成、災害時には防災農地と

して活用するなど、都市に必要不可欠な機能を持っています。その機能を守っていこうというのが今回の法律の目的です。 

 では、この法律のメリットは何かといいますと、①農地法第３条の許可が不要ということ、②法定更新されない。つまり、契約期間終

了後に農地が返却されるため、農家の方も安心して農地を貸せるということ、③納税猶予が設定されている農地であっても貸し借りが可
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能ということが主な３つのメリットです。 

 この都市農地貸借法の貸し借りについては、２種類あります。１つは、農地所有者と農家が貸し借りをする場合、もう１つは、農地所

有者と市民農園開設者が貸し借りをする場合です。 

 まず、農家との貸し借りについて説明をいたします。メリットとしては、先ほど説明いたしましたとおり、期間終了後に農地が返って

くる、法定更新されないため安心して貸すことができる、納税猶予が設定されている農地でも貸すことができるメリットがございます。 

 次に、手続といたしましては、借り手が事業計画を作成し、市の農水産課に提出します。提出された書類を確認し、あとは、内容等を

確認しまして、農業委員会総会にて決定、農水産課が認定をするという流れです。イメージとしては、農用地利用集積計画と同じ流れで

す。 

 次に、認定基準について説明します。都市農地であればどんな農地でも貸し借りができるかというと、そうではありません。いずれか

の都市農地の機能を果たすことが条件ということで、①収穫された農作物のうち５割以上を地元直売所等で販売すること、②市と防災協

定を締結し、防災訓練を行ったり、災害時には防災兼用井戸として使用したりすること、③地元住民が農業に親しむこと、例えば学童農

園、都市農園、観光農園などです。そのほか、当然のことかもしれないんですけれども、農地の全てを効率的、継続的、安定的に利用す

ること、周辺農地に支障を来さないことなどです。 

 ここまでよろしいでしょうか。 

 続いて、市民農園開設者との貸し借りについて説明をいたします。メリットとしましては、今まで特定農地貸付法にて農園を開設する

場合は、自治体や中間管理機構を通して貸し借りをしていました。しかし、このたび、農地所有者から開設者が直接借りることができる

ようになりました。また、同様に、納税猶予設定がされている農地においても開設することができるようになりました。 

 手続としましては、まず開設者が所有者と市町村と協定を締結し、農業委員会に申請します。申請の書類や内容等を精査し、農業委員

会総会で承認をします。 

 次に、認定基準について説明いたします。認定基準としては、①から⑤の全ての基準を満たす必要があります。一区画が１０アール未

満であること、②貸し付けが５年未満であること、③複数のものを対象としているもの、④利用者は営利を目的としていないこと、⑤協
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定に適正に運用しない場合は、市町村が協定を廃止する旨が記載されていることです。 

 続いて、事業認定の変更と取り消しについてです。軽微な変更は届け出であります。しかし、重大なもの、例えば対象農地が変更にな

る場合や期間の延長などは、変更の申請を提出してもらい、農業委員会の決定を得る必要があります。取り消しについては、事業計画と

異なることがわかった場合は、農水産課が勧告をし、従わない場合は農業委員会の総会の決定を得て取り消しをします。 

 続いて、現地調査です。現地調査につきましては、農用地利用集積計画同様、必ずしも現地調査を行うこととは規定されていません。

しかし、毎年８月から９月に行う利用状況調査の際に、事業計画どおりに利用されているかの確認は必要です。 

 駆け足になりましたが、これで終わります。質問ございますでしょうか。 

小池委員  まことにおもしろくて、借り手側には有利なのはわかるんですけれども、幾つかのちょっと疑問があるので、それに答えてもらえれば

と思います。この行為によって農地を借りた、貸した側という見方、それが結果的に不履行が行われて返される解約行為が行われたと仮

定します。そのとき、生産緑地でなおかつ納税猶予を受けてある農地の地主について、耕作をしていないという判断になってしまうので

しょうか。それはあくまで市のほうの判断として、これは耕作が継続されているということで、納税猶予に対しての縛りはないと考えら

れるのでしょうか。 

事務局  この都市農地の貸借の円滑化に関する法律における、そういう貸し手の側に農地が戻ってきた場合の取り扱いについては、まだ国のほ

うから正式な書類とかが来てなくて、請求しているところなんですけれども、まだ明確なものとしては船橋市農業委員会に来ていないと

いうのが現状です。ただ、説明の中では、今で言う農業経営基盤強化促進法における納税猶予地の貸し借りということで、現状でも農業

経営基盤促進法による農用地利用集積計画、先ほどの議案と同じものですので、調整区域限定ということにはなっちゃうんですけれども、

納税猶予地で貸し借りをやっていて、それに関して、農用地利用集積計画になれば特定貸し付けというような名称で継続でできますので、

その場合、貸し借りをやめるとなったときには、たしか２カ月以内だったかと思うんですけれども、それまでに所有者が耕作を再開する

か、新たな借り手を見つけて耕作をするというような規定が設けられておりまして、それに伴った届け出の書式というものが用意されて

おりますので、おそらく同じような話ではないかと思うんです。ですので、たしか２カ月だったかと思うんですけれども、短いんですけ

れども、そういった猶予がある中で、所有者がみずから耕作を再開するか、それか新しい借り手を見つけて耕作を継続するということが
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求められるということになってこようかと思いますので、そこら辺、また、今回の法律において正式な書類ですとか規程が届いた際にご

説明させていただければと思います。 

 以上です。 

小池委員  わかりました。話の趣旨はわかったんですけども、生産緑地で納税猶予を受けて、高齢化してきて、農作業ができなくなってきたとい

うことで、この事案のように貸したいとかという話になるかと思うんですが、そこの部分、高齢なものですから、いつ返してくれという

話になるかもわからない。また、もう１点、さっき、納税猶予を受けた土地なので、それが２カ月で、もっと、要するに貸している地主

が営農を再開できるわけがない。そういう中にあってこれをやっていくというのは、すごく行政に対しての事業計画の読みとか、そこま

で入ってこないと安心して地主は貸さないですね。 

 今、この話に近い話をいろいろなところから話を聞いていても、一番心配なのはそこなんです。返されちゃったら、納税猶予どうなっ

ちゃうの、借りるところはそんな簡単に見つからないんじゃない？というのが突き詰められているので、それについてもうちょっと精査

してもらわないと、ちょっと地主としては安易に、うちもそうですけど、納税猶予を受けている側としてはちょっと不安で、安易にはで

きないかなという気がするんですけれども、それでちょっと不安に思ったということで、その部分だけ意見として言わせていただきまし

た。 

事務局  ありがとうございます。 

議長  今の話は確かにそういうことを考えないと貸せないなということはあるんです。ただ、今、こういうふうに変わりましたということを

皆さんにご承知をいただき、それを使いにくい法律だなと思っているかもしれませんけれど、こういうふうに変わりましたということで

ございますので、今後、使いにくいということで来るかどうかはわかりませんけど、来たときにはこういうふうに進めていきますという

ことでご承知おきいただければと思います。 

小池委員  内容に対して異義があるわけではありません。 

議長  はい。ほかに何か質問等。 

興松委員  確認と、教えてもらいたいんだけど、ここに出ている都市農地というのは生産緑地のことですよと。 
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事務局  そうです。 

興松委員  市街化区域農地の全てじゃありませんと。生産緑地受けているところだけですよということなんだね。そうすると、さっき、説明の中

で１０アール以上ですよというと、今、生産緑地１面だけじゃなくて、近ければ指定できますよということで、指定してあるところもあ

るはずなんですよ。 

議長  市民農園を貸すときに１人当たり１０アールより小さくなきゃいけませんよと。１人に市民農園で１３アール貸してはいけませんとい

う１０アール。 

局長  区画の大きさです。 

議長  一区画の大きさで。全体のもともと持っている面積の話ではございませんと。 

  よろしいですか。 

興松委員  先ほどの話に戻っちゃうんですけど、この後、農政小委員会が開催される予定なんです。そこで、前回の農政小委員会の中で小池委員

長に、今までは市街化区域の農地を話題になったことはありませんと、今後、農政小委員会の中でも、ぜひ市街化区域内農地も検討して

いきましょうよと、それは申し入れてあります。当然、今日もその話題になろうと思うんですけど、先ほどの件を含めて、まずは農政小

委員会の中でもんでもらって、そして、全体の総会で定義できれば、この農業委員会も有効に活用できるのかなと、そんなふうに感じて

います。 

議長  それはまだ、本日、農政小委員会のときは、議長が小委員長になるかと思いますので、そのときに、議長さんのほうにお考えいただき

たいなと考えております。 

事務局  それでは、本題であります議案第６号について、内容のほうを私のほうから読み上げさせていただきたいと思います。 

 議案書１５ページをごらんください。議案第６号につきましては、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の事業計画の決定についてで

ございます。都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第３項の規定により、市は農業委員会の決定を得て、都市農地の賃借権等の設

定に係る事業計画を認定することとされています。このため、市長より、事業計画を認定するため農業委員会の決定をいただきたい旨の

依頼がありました。 
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 議案第６号の１は、前貝塚町の畑１筆、１,７５９平米に５年の使用貸借権を設定するものです。事務局にて事業計画について確認、調

査したところ、貸借した農地では根菜類を中心に栽培し、とれた農産物についてはふなっこ畑や地域のイベントで販売することから、５

割以上を直売所等で販売する認定基準に該当します。また、農業従事者は４名で、大方、農機具も所有しており、農地も全て効率的に利

用することが見込まれます。 

 以上のことから、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第３項各号に該当するため、事業計画を決定することが適当であると思

われます。 

 以上です。 

議長  事務局の説明から今のこの議案に入って、これを貸すということですね。都市農地を貸すということに対して、その事業計画について

皆さんの採決を仰ぎたいということです。 

 この議案に対してご質問等ございませんか。どうぞ。 

小池委員  １点だけ。この該当農地なんですけど、これは納税猶予を受けている農地ですか。現状、納税猶予を受けている農地。 

事務局  受けていない農地でございます。 

小池委員  生産緑地だけということですね。 

事務局  生産緑地だけです。 

小池委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。 

 それでは、採決いたします。本議案につきまして、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の事業計画として決定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって許可とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法の改正に伴い、船橋市農業委員会事務局規程を改正する必要があることから、同規程の一部改正について、議案第７号を上程い
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たします。 

議長  本件につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  それでは、議案第７号について説明いたします。まず、添付してあります資料、農業委員会事務局規程の改正についてをごらんくださ

い。Ａ４横の資料です。昨年、農地法が改正されたことにより、農業委員会事務局長の専決事項が追加になることから、規程の一部改正

を上程するものです。 

 ①農地法の改正に伴い、農業用ハウス内の底面を全面コンクリート張りにしても転用に該当しないことになりました。②これには、一

定の条件を満たすことと農業委員会に届け出が必要です。届け出が出された場合は、２週間以内に受理または不受理の通知を交付しなけ

ればなりません。総会に上程するいとまがなく届け出られるので、要件がそろっていれば受理することになります。⑤よって、市街化区

域、市街化区域の転用同様、事務局長の専決処分とし、その旨を事務局規程に加える改正が必要になります。 

 なお、専決したものについては総会で報告をいたします。したがって、本日、農業委員会事務局規程の一部改正を上程します。 

 これが規程改正の趣旨です。しかしながら、農業用ハウス内をコンクリート張りする制度について、始まったばかりですので簡単に説

明をいたします。 

 すいません。再度、申しわけございません。前面のスクリーンをごらんください。農業用ハウス内をコンクリート張りし、作物の品質

向上や収穫量の増加を図る施設を農作物栽培高度化施設と言います。繰り返しになってしまいますが、平成３０年１１月１６日、農地法

の改正により、農業用ハウスの内部を全面コンクリート張りした場合であっても農地転用に該当しないことになりました。これはあくま

でもハウス内部の話であり、ハウスの外をコンクリート張りする場合は今までどおり転用に該当します。 

 次に、転用の許可は不要ですが、農業委員会への届け出は必要です。制度の変更により農地法４３条と４４条が改正されました。詳細

は別紙、農地法を後ほどご確認ください。簡単に説明いたしますと、４３条では、高度化施設を設置する場合は、届け出が必要なこと、

４４条では、施設内で適正に栽培がされない場合は、勧告をすることができる旨が規定されています。 

 続いて、制度の３つのポイントです。ポイント１、転用に該当しないため、引き続き農地として取り扱います。ポイント２、固定資産

税の評価も農地として取り扱います。③届け出を受けたら、局長専決にて受理通知を交付します。 
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 では、実際に農作物栽培高度化施設というものはどういうものなのか、きちんとした定義がありますので、写真とともに確認していき

たいと思います。高度化施設とは、農作物の効率化・高度化を図るものでなくてはいけません。つまり、コンクリート張りしたことによ

って作物の品質向上、収穫量の向上が見込まれるものでなくてはなりません。また、周辺の農地に支障を来すおそれがある施設ではいけ

ません。 

 具体的には、①から③番です。写真で見たほうがイメージが湧くと思いますので、見ていきたいと思います。こちらは高設棚でのトマ

トの栽培の様子です。地面がコンクリート張りになっているのがわかるかと思います。次は、収穫ロボットが地面を移動している様子で

す。病気発生防止のため、地面をコンクリート張りしている写真です。あとは、温度や湿度などを自動で調整してくれる環境制御システ

ムが導入されているハウスなども高度化施設です。 

 続いて、受理または不受理を判断するに当たって幾つかの基準が設けられておりますので説明します。この基準については、農基法施

行規則に定められており、栽培と関係ないスペースが広い、周辺に影響を与える可能性がある場合は、届け出を受理することができませ

ん。具体的な基準としましては、施設の高さが最大８メートル、軒までの高さが６メートル、１階建てではなくてはなりません。その他、

周辺の耕地に日陰を与えないこと、排水問題を発生させないこと、営農計画がきちんとしていることなどが条件です。これらがクリアで

きている場合は受理通知を交付します。 

 次に、届け出の際に提出していただく書類について説明します。まず届出書です。これは様式が決まっており、配付しておりますので

後ほどごらんください。また、法人の場合は登記事項全部証明書、定款、または寄附行為が必要です。そのほか、土地の登記事項全部証

明書、場所を示す位置図、建物配置図。標識配置図、こちらの標識配置図につきましては、この施設が高度化施設であるということを知

らしめるために、施設に標識を張り出す必要がありますので、標識配置図が必要です。そのほか、高さのわかる図面、営農計画書、日照

図面、距離図などが必要になります。 

 ここまでよろしいでしょうか。 

 進ませていただきます。次に、法改正が行われたということで、農業委員の皆様の業務が２つ追加になりました。１つは、現地調査で

す。毎年１回行う利用状況調査の際に、ハウス内で作物が適正に栽培されているかどうかの確認を行います。また、届け出の際に事業計
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画を提出していただくことになっているのですが、計画のうち、半年以上、栽培が行われない計画の場合については、栽培されていない

月に、毎月１回の調査を行う必要がございます。 

 もう一つは、勧告です。計画どおりに栽培されていない場合は事情聴取などの意向確認を行います。なお、勧告しても改善されない場

合は違反転用の取り扱いになります。 

 最後に、届け出の処理になりますが、事務局が申請者より届け出を受理します。事務局内で内容を精査します。問題がなければ受理通

知を交付します。最後に、次回の総会にて農業委員の皆様に報告をさせていただきます。 

 以上で、制度の説明は終わります。このことを踏まえまして、事務局規程の改正について上程をしたいと思います。 

 質問はございますでしょうか。 

小池委員  この内容について、異義があるわけじゃないんだけど、各部署で生産量であるとか、何とかと、要は見込みの話を受けるわけだよね。 

事務局  はい。 

小池委員  見込みに対しての達成率は状況変化によって、あくまで農業なんで、そのとおりに行かないと思うんだね。それをどんなふうに事務局

は判断して、今のところ、適正、いや、あなた、もうだめというのを判断するかというのはどんなふうにするつもりでいる。 

事務局  そうですね。報告書を出していただくことになるんですけれども、その報告書の内容を見させていただいて、あまりにも生産量とかが

下がってしまっている場合に関しては……。 

小池委員  いや、そもそもこの事業は継続して起きる事業ではなくて、ここで始めますというのに対して許可を出すわけだよね。 

事務局  はい。 

小池委員  元データがないじゃん。 

事務局  はい。 

小池委員  あくまで相手が出してきた計画表しかないわけだよね。 

事務局  はい。 

小池委員  その数値が適正かどうかというのをどうやって判断する？ それは相手の言いなりということ？ 
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事務局  そうです。 

小池委員  気になるのが農家じゃない企業、要はあくまで法人であるということであれば、法人というのは年をとらないで首だけすげかえていい

ことだから、あるけれども、これは農家でも出せるわけだね。 

事務局  はい。 

小池委員  農家だと、時折、要は労働力だとかが大きく変化して、耕作不能に陥る時期があるわけだね。 

事務局  はい。 

小池委員  そうすると１年、２年、施設があいちゃうということもあり得るかもしれない。それに対しての、それはもうそれに対して違法転用と

いうことで処置をするつもり？ 

事務局  そこはもちろん事情聴取等をさせていただいて、やむを得ない理由等があれば、そこは検討していくしかないのかなとは思います。 

小池委員  スタートするんだからというので、一番今、見ていたのは、これだったら、いろいろなところを参照して数値を埋めていったりするの

はど素人でもできると思ったの、申請は。だけど、それを判断する側はどういうキャリアを持って、どういうものを持ってというものが

ないと判断し切れないんじゃないかなというのが１点、感じたことでした。 

 それと、逆に言うと、こういうふうな形で施設をつくった人が今度、農家として市街化に、市街地において納税猶予を受けるときに、

この人は合法として受けられるのという、またさっきの話に戻っちゃうんだけど、そういうことについての判断も、事務局に責任を負わ

されることになってくると思うんだけど、それは承知して事務をしなきゃいけないわけじゃない。どうなんでしょうという、そこまでの

腹ぐくりで事務局が動いてくれるんであればいいですけど、ちょっとその辺、幾つか心配な点があったんで。 

議長  確かに仕事が増えるということなんですけど、結局、それで利用調査のとき、ハウス内、そういう申請が出たところにおいては、先ほ

どありましたけど、ハウス内を調査したり、ちゃんとできているかどうか。それでできていなかったら、今度、月に１回、もう確認でど

うなるか。その後、やっぱり意向調査というか、事情聴取して、正直言って、これを受ける覚悟の方がやる話で、その覚悟もないのにや

って、いや、やっぱりできなくなっちゃったからやめたよということになれば、そのコンクリートを剥がしてもらわなきゃ違反と言いま

す。 
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小池委員  という判断ということですね。 

議長  そうです。それはもう今度、それからは違反転用の判断というか、扱いとして、その後、動きます。結局、仕事的にこれの許可するこ

とによって、そういう事例が生まれるかもしれません。だから、農業委員会も、私たち農業委員も、そこに毎月、利用調査、そういうと

ころがあったら行かなきゃいけないということで、仕事も増えますし、その形によっては違反転用の形もできます。それを覚悟の上で私

たちも受けますし、また、この申請を出す方も覚悟の上で、できなくなったときのことも考えて、そのときは剥がすんですよねとか、そ

れも含めてその方の申請を受ける。今回のこの皆さんに上程するのは、このやつを局長専決で、２週間しかないから総会にかけている間

がなく、判断をしなきゃいけないんです。それは無理だということなので、一応市街化と同じように、局長専決という形で規約を改正さ

せてくださいという議案です。わかります？ 

小池委員  わかりました。 

議長  ですから、今ちょっとこういうために局長専決ですという説明で、確かにそういう心配事はあろうかと思います。そのときに、やはり   

来たときに一言、こういうふうになったときに違反になりますと、ちゃんとやってもらわないとということを、やる方がよく知識がない

方だったらまずいんで一言ぐらいは言って、それで受理するというような形になるかなという気がします。そのあたりの配慮をすること

で、あとはその方の覚悟次第です。だと私は思います。ということで、この案に対して、この後ほど改正のことで、今ここで上程してい

るのは事務局規程を局長専決しますと、それを皆様にお諮りしている問題でございます。その前に何でこれを事務局規程、局長専決する

んだという説明を今、事務局のほうでしていただいたということでございます。ご理解いただけますか。 

菊池委員  ちょっと質問いいですか。 

議長  はい。どうぞ。 

菊池委員  これを局長専決するのは全然問題ないんですけど、ここで農地法が改正されて、これが出てきていますね。農地法の中で農業用ハウス

というのはどういうものかと定義されているの？農業用ハウスはどういうものですか、ここで言っている。例えばこの間、柏の千葉大の

植物工場を見学しましたね。あそこにも、トマトなんかをあれしていた、いわゆる大きいハウスがありましたね。それと完全閉鎖型があ

りましたね。完全閉鎖型は農業用ハウスですか。 
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議長  いや、あれは、農業用ハウスではないと思います。 

菊池委員  僕、これ、農水省がこれを出してきているんでしょう？ 経産省と農水省は植物工場でものすごく係争しているわけでしょう。係争じ

ゃない、競争しているというか、綱引きをやっているね。おそらくこれは、植物工場だから完全閉鎖型を入れているんじゃないかと思う

んだけど、その点どうかということです。 

局長  さっきの説明の中で、判断基準は具体的なことがありましたね、高さの問題とか。 

菊池委員  高さ、だから、それだけでしょう。 

局長  その範囲におさまっているハウス。 

菊池委員  １階建て。 

局長  １階建て。 

菊池委員  それに該当していたら、例えば壁、これは、床がコンクリートだという話ですね。 

局長  日影を発生させないということ。 

議長  非透過性の場合がという、ハウスじゃない非透過性の場合というのもありますので。 

局長  日影を発生させちゃいけないので。 

菊池委員  全く？ 

議長  日影、周りに日影はあれですけど、そのハウス自体というか、その非透過性、見えないやつでも、これでは規定されているんです。 

菊池委員  そうすると入らないんですね。 

議長  周りには日影をつくっちゃいけないけど、この中のやつが見えないことに対しては……。 

菊池委員  ハウス、いわゆるビニール製のハウスだと一応透過すると考えるわけね。 

局長  透過性のものです。 

菊池委員  そうですか。わかりました。そうすると、壁が板だった、あるいは非透過性だったらだめということでしょうね。 

議長  いや、透過で日影ができちゃったら……。 
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局長  １日２時間以上。 

小池委員  だから、要は隣地に対してだよね。単純に言うと隣地に対して２時間以上、日が当たらないようじゃいけませんよだから、単純にコン

テナを置いてオーケーということです。 

議長  すみません。今、ちょっと事務局から資料が。 

事務局  配付しております資料の中に、すみません。農地法４３条及び４４条の運用についてというところがございまして、そこの２ページに

なります。透過性のないものとは、着色されたフィルムや木材、コンクリートなど、日影を、日光を透過しない素材でありまして、これ

についてはオーケーなんだけれども、日影をそれによってつくってはいけないというような。 

小池委員  それで、その日影というのは建物の周囲の話でしょう、これ。 

事務局  そうです。 

小池委員  だから、高質。要は、今のでいくと材質については問わないと。 

議長  そうです。 

小池委員  だから、別に日を、光を通さない真っ黒いビニール張っちゃってもオーケーだしということ。 

議長  それのおかげで周囲に２時間以上日影にならなければいい。 

小池委員  ８メートルの高さまでだから。 

議長  ただ、菊池委員のおっしゃるように、植物工場の場合等もありますけれども、基本的に、まず最初が、そこは農地だということです、

まず一番最初に。その農地をそういうふうに変えても農地のままで認めてくれるというような形で、そういう植物工場のところは最初か

らもともと農地じゃないところにつくっていますから。 

菊池委員  今あるやつはね。 

議長  ええ。 

菊池委員  農地に建てられなくなっちゃう、今やって。でも、これが許可されたらできるかもしれない。 

議長  もちろんできるかもしれない。ただ、周囲に日影をつくらないように高さ制限と、軒の高さ制限と、その制限がありますから大規模な
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ものはつくれないということですね。 

菊池委員  わかりました。 

議長  いろんなふうに考えていけば、いろいろな問題も出ますけど、ともかくこういうふうに、高度の仕事によって収益を上げていく農家が、

これから先進的な方が増えていく方をフォローしようという法律なので、これを悪用するやつがいるじゃないかとかいう話になっちゃう

と、根本的に何もしてあげられないということになってしまうので、その話はまた、やっぱり法律の矛盾と先ほどからいろいろ言ってい

ることに共通してくる、通じるものもあるのかなと考えております。ほんとうはそういうのを悪用しない方ばかりじゃないんでね。誰か

が１つやれば、やる方がいらっしゃるんです。でも、ともかくこういう法律ができましたので、それに対して２週間という期限があって、

それに対して局長専決じゃないと、私たちも１週間に１回、総会を開かなきゃいけなくなりますんで、局長専決でよろしいですかという

ことで今回の議案を上程、７号議案を上程した次第でございます。よろしいですか。 

 それでは、採決いたします。 

 本件につきまして、事務局説明のとおり、船橋農業委員会事務局規程を改正することに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって改正することに決しました。 

 続いて、事務局より報告がございます。 

局長  それでは、私のほうから、ご報告申し上げます。まず、報告事項（１）でございます。農地法第３条の３届け出に係る受理通知書の交

付について、議案書１６ページに記載のとおり、２件の届け出を受理いたしました。 

 なお、あっせんの希望はありませんでした。 

 報告事項（２）農地法第４条届け出に係る受理通知書の交付について、議案書１７ページから２０ページに記載のとおり、１１月中に

１３件の届け出を受理いたしました。 

 報告事項（３）でございます。農地法第５条届け出に係る受理通知書の交付について、議案書２１ページから２９ページに記載のとお

り、１１月中に３５件の届け出を受理いたしました。 

 以上、報告事項（１）から（３）の届け出について、農業委員会事務局規程第７条第１項第１号の規定により、局長専決として受理書
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を交付いたしました。 

 次に、報告事項（４）でございます。農地法第５条の一時転用許可に伴う農地復元報告について、議案書３０ページから３２ページに

記載のとおり、６件の報告書の提出がありました。 

 報告事項（５）転用許可に伴う工事完了報告について、議案書３３ページから３４ページに記載のとおり、８件の報告書の提出があり

ました。事務局で現地調査をし、工事の完了を確認いたしましたので千葉県知事宛てに送付いたします。 

 次に、報告事項（６）です。農地の転用事実に関する照会について、議案書３５ページに記載のとおり、３件を局長専決として回答い

たしました。 

 報告事項（７）生産緑地地区における行為の制限の解除について、議案書３６ページに記載のとおり、３件の行為の制限の解除がなさ

れ、市長より通知がありましたので報告いたします。 

 次に、報告事項（８）船橋都市計画生産緑地地区の変更について、議案書３７ページに記載のとおり、市長より通知がありました。全

部廃止が１６地区、一部廃止が７地区、全部追加が１地区、一部追加が１地区、合併が１地区、分割が１地区ありました。変更後の生産

緑地地区については、合計で４８４地区、１７４.４０ｈａとなります。 

 事務局で資料を保管しておりますので、詳細を確認されたい方は後ほどお申し出くださいますようお願いいたします。 

 最後に、報告事項（９）でございます。平成３０年度利用状況調査集計結果についてでございます。利用状況調査は、農地法の運用に

ついてに基づき８月下旬から９月中旬にかけて実施いたしました。配付いたしましたＡ分類、再生利用が可能な荒廃農地、集計表、市町

村用をご確認ください。 

 結果といたしましては、船橋市の荒廃農地の平成３０年の面積は約８３.０ヘクタールでございました。平成２９年は約８０.２ヘクタ

ールでありましたので、昨年より荒廃農地は約３％の増加となりました。今回の調査結果をもとに、耕作放棄地解消に向け、農業委員、

推進委員とともに対策を今後、検討してまいりたいと考えております。 

 私からの報告は以上でございます。 

議長  以上で、本日予定されました議案審議は終了いたします。       （ ４時３７分） 
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 次に、事務連絡がございます。 

事務局  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

議長  次に、農政小委員長より連絡事項がございます。 

農政小委員長  ―――――――――   連絡事項   ――――――――― 

議長  以上をもちまして、本日の総会を閉会いたします。 

 

 議長は、午後４時４０分第１回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 


